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■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL は  クリックできます。

できない場合は最新の Adobe Reader を無料で ンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

■著作権について■ 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴き
ご利用下さい。 

このレポートの著作権はひろきに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても
複製、転載、流用、 転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって
下記の事項に同意したものとみなし ます。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材
の全部又は一部を いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等すること
を禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時
は、関係法規に基づ き損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段に
よる解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前
許可を得ずに誤り の訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有しま
す。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等
がありましても、 著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないこ
とをご了承願います。 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用するこ
とにより生じた いかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携
者は、一切の責任を負わないこと をご了承願います。 
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第０章　せどりとは何か？

ここではせどりとは何かを説明していきます。

せどりとはWikipediaによると

「同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。
またそれを業とする人」

とのことです。

あなたがこれからやっていくせどりとは

店舗やネット上のサイトで安く商品を仕入れて

アマゾンやヤフオク、メルカリなどで高く売ることです。

ようするに価格差を利用して利益をあげるビジネスになります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99
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なぜこの価格差が生まれるのか？

そもそもなぜ同じ商品なのに価格差が生まれてくるのでしょうか？

ここから少し想像をしながら考えてください。

例：

とある数量限定の商品があるとします、ただその商品をもう手に入
れることはできません。ただネット上では定価を超えています。

あなたはどうしてもその商品を手にいれたいです。さてどうします
か？

多分もし本当に欲しい商品の場合は、あなたは商品を購入しますよ
ね？

またいつか購入ができるものであればいいのですがもう２度と手に
入らないものだとしたら購入したいですよね？

全てはこの理屈なんです。

「需要と供給」

このバランスが大切です。
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需要（欲しがる人）がいて、そして供給（販売をする人）がいれば
ビジネスとしては成り立ちます。

定価より高くてもいいという人がいればそこでこのせどりというビ
ジネスは成立します。

この価格差を利用したものが国内転売、せどりビジネスになりま
す。
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どんな店舗から仕入れをしたらいいのか？

次にどのようなお店から利益の出る商品を探せばいいのか？

について説明をしていきたいと思います。

正直なところお店があってその中に安く仕入れることのできる商
品、もしくは高く販売できる商品があればどのようなお店からでも
仕入れをすることはできます。

例を見ていきましょう。

・家電量販店など

ヤマダ電機、ビックカメラ、コジマ、ヨドバシ、ジョーシン、エディ
オン、ソフマップ、ノジマ、カメラのキタムラ、ドスパラ、ケーズデ
ンキなど

・ディスカウントストア

ドンキホーテ、トライアル、コストコなど
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・ホームセンター

島忠、ジョイフル本田、ケーヨーデーツー、ホーマック、カインズ

・スーパー、百貨店、デパート

イオン、ヨーカドー、西友、カスミ、伊勢丹、三越、そごうなど

・おもちゃ屋

トイザらス、ベビーザらス、イオン、しまむら、ビレッジバンガー
ド、ドンキホーテ

・リサイクルショップ

オフハウス、ハードオフ、ブックオフ、セカンドストリート、トレ
ジャーファクトリー

・ドラッグストア

マツモトキヨシ、カワチ、スギ薬局、サンドラック、ウェルシア

・ゲームショップ

ゲオ、ツタヤ、ワンダーグー
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・CDショップ

HMV、ツタヤ、ゲオ、新星堂、山野楽器

・コンビニ

セブンイレブン、ファミリーマート、サークルKサンクス、デイリー
ヤマザキ、ミニストップ

・雑貨屋

フランフラン、ロフト、ハンズ、無印良品

以上まだまだあげた以外にもお店は沢山あります。

商品を安く仕入れることができればどんなお店から仕入れても問題
ありません。

ぜひ色々なお店に立ち寄ってみて仕入れの幅を広げていきましょ
う。
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販売先一覧

先ほどあげた店舗から仕入れたものを基本的にはネット上で販売を
して利益をあげて行くのが国内転売、せどりビジネスになります。

アマゾン

せどりビジネスでほぼメインと言ってもいいくらいここで商品を販
売します。

最近は商品の出品規制などもあるのでその他の販路で販売をするこ
とも多くなりましたが今現在もメインの販売先になります。

販売すると手数料で15％ほど取られてしまいます。

ヤフオク

以前よりは勢いはなくなりましたが、電脳せどりの商品の仕入先に
もなります。

アマゾンで販売ができないものは主にこちらに流して販売をしま
す。

販売すると手数料は8.64％ほど取られてしまいます。

メルカリ

最近はヤフオクよりもこちらを利用をしている人が多いですよね。
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もっと昔は相場を知らない素人の方が多かったのですが最近は相場
を利用者が少しずつ知って来ている印象

販売をすると手数料10％ほど取られてしまいます。

ラクマ

手数料が０円のフリマサイトになります。

購入者が少ないですが、トレンド商品などの場合はこちらで販売を
すると手数料０円で販売ができるのでお得です。

以上になります。

考え方としては安く商品を仕入れることができるのであれば「どこ
からでもＯＫ」で

逆に差額を利用をして販売をして利益を上げられるのであればどこ
で販売をしてもＯＫです！

これがせどりの基本的な考え方となります。
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クレジットカードを作成しよう

せどり、転売ビジネスをするのに欠かせない相棒と言ってもいいで
しょう。

もしまだあまり持っていないかたはここでクレジットカードを作成
しておきましょう。

目安としては自分の目指している月商よりも２倍くらいのカード枠
があったほうがいいですね。

セルフバックを利用して作成する方法

クレジットカードを作成する時はA８ネットを使えば「セルフバッ
ク」と呼ばれる自己アフィリエイトをすることができます。

そこを通してカード作成をする事により、カード発行１枚につき
3000円～10000円くらいの報酬がもらえます

カード発行は可能なら２、３枚ずつくらい申し込みをしましょう。
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そしてカードの審査が通り発行ができれば、また少ししてカード発
行をする感じです。

一気にカード作成をすると審査に落ちてしまったりします。

ただ安心をして欲しいのが、カードの審査に仮に落ちてしまったと
しても約半年ほどすればカード作成が可能になります。

たまにクレジットカードを発行するのが怖いです。

という方もいますが。

別に使わなければそもそもお金が発生する事はありませんし

ちゃんと管理をしながらカードを使えば何も問題ありません。

ちゃんと考えないで無駄遣いをしたり買い物をするから怖いことに
なるのです。

管理をすれば全く問題ありませんので安心してください。

今本当に資金がないかたはカード発行をする以外にも

FXの口座開設、株の取引の口座開設など様々な案件でお金をもらう
ことができてしまいます。
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なので面倒だと言ってやらずにいるよりは、やればお金をもらえる
しせどりに使えるカードも発行できるので必ずやるようにしましょ
う。

A8ネットはこちらから

自己アフィリエイトをしよう

先ほどのクレジットカード発行をして報酬をもらえることを

「自己アフィリエイト」といいます。

この自己アフィリエイトは様々な案件があります。

クレジットカード発行以外にも

「株取引口座の開設」「FX取引口座の開設」「保険の資料取り寄せ」

などなど色々あります。

口座開設をするだけで数万円もらえたりしますので資金がまだない
人に関しては必ずやることをお勧めします。

リスクは全くない上に申し込みをするだけなので、20万円を目標に
自己アフィリエイトをやっていきましょう！

A8ネットはこちらから

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HUYM2+FNTINM+0K+ZSD6A
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HUYM2+FNTINM+0K+ZSD6A
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第1章　アカウント開設編
転売、せどりで必須と言ってもいいものがアマゾンになります。

転売、せどりでの大半の販路を占めるアマゾンのアカウント開設を

説明していきます。

http://services.amazon.co.jp/manager.html 

こちらのアドレスをクリックしていただくと以下のような画像が出
てくるかと思います。

大口出品と小口出品の違い。

大口出品は月額4900円かかりますが
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小口出品の場合は１件成約するごとに100円の成約手数料がかかっ
てきてしまいます。

せどりを始める場合、沢山の商品をアマゾン上で販売をすることに
なりますので

「必ず大口出品」を選ぶようにしましょう。

ただしもし月額費用がどうしても気になる場合は、稼げるように
なってから小口から大口に変更をすることも可能です。

大口出品のみでしか出品できないカテゴリーもあります。

ペット用品、食品、コスメ、ヘルビ、アパレル、シューズバック、
コスメ、ジュエリー、時計

などですね。

これらが出品できるかどうかで売り上げも変わってくるので

ぜひ必ず大口出品契約をしましょう。
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【アカウントに必要情報を記入】

メールアドレス


電話番号


クレジットカード


銀行口座


住所


名前


屋号→自分のショップ名です。好きにつけてください


【アマゾンの規約について】

アマゾンには様々な細い規約があります。

その違反を知らず知らずにしていると

アカウント停止（サスペンド）ということにもなりかねません。

全て覚えることは無理ですが以下のＵＲＬから詳細を確認をしてお
いてください

「アマゾンマーケットプレイス出品規約」
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https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085374

第２章　せどりで必要なものを揃える

【パソコン】 

これがないとはじまりません！！ 

商品のリサーチはもちろん、出品作業等にも使います。

 必要なスペックに関しては、良ければもちろん良いに越したことは
ないのです が、別にMacである必要等はないですし、ウインドウズ
のネットサーフィンがで きるレベルであれば問題はありません。

ただメモリは最低でも４ G 以上(８ G 推奨) CPU は corei5 以上の物
をおススメします。 

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085374
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【スマートフォン】

 アンドロイド、Iphone のどちらでも構いません。

もし普段あなたが使ってるものがあればそちらを利用をすれば大丈
夫です！ 

もしまだあなたがガラケーの場合はぜひ転売をするのでしたら早め
に機種変 更をしましょう。 

そもそもスマホはめちゃくちゃ便利ですし、転売をするには必ず絶
対に必要な アイテムです！ もしまだの方は早急に！！

 

【スマホ用アプリ】（店舗せどりの時のみ）

 「せどりすと」か「Amacode」

 スマホ用のアプリで店舗にある商品のバーコードをスキャンするこ
とにより、そ の商品のアマゾンでの「販売価格」「ランキング」な
んかを調べることができます。 

店舗せどりをする時は必ず必須なアイテムになるので、インストー
ルしておきま しょう♪ 

使い方に関しては後で記述いたします。
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【プリンタ】

 商品を仕入れてアマゾンの倉庫に発送をする際にラベル印刷という
作業をし なくてはいけないのですが、その際にプリンタが必要に
なってきます。 もしすでにお持ちの方は今の物を利用したら OK で
す！

まだの方は白黒で印刷できる A4 のレーザープリンターで大丈夫で
す！ 

以下は僕も使ってるおススメのプリンターになります。

 brother レーザープリンター A4 モノクロJUSTIO HL-L2365DW 

【出品用のバーコードスキャナ】

出品をする際に商品を登録するのですが、量が多くなってくると大
変な作業になります。

このバーコードリーダーがあると便利ですし時間短縮ができますの
でぜひご用意を。

お勧めバーコードリーダー

https://amzn.to/3muxx6I
https://amzn.to/3yZLOx9
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【値札剥がしカッター】

 店舗で仕入れた際に値札がついてる場合が多いです。 この値札の剥
がし忘れは高確率でクレームになりますので、必ず剥がしましょ 
う。 その値札を剥がす際に必要なものがシール剥がしカッターにな
ります。 

ニトムズ テープはがしカッター T087

 【FBA 納品用ラベル】

 アマゾンの配送センターへ商品を納品する際に FBA の商品ラベル
を印刷して

そのシールを商品に張り付ける必要があります。 

コクヨ カラーレーザー インクジェット ラベル KPC-HH124-20 

【ガムテープ：クラフトテープ】 

発送用の段ボールを止めたりする際に必要になります。 

ニチバン 布テープ 50mm×25m 巻 121-50黄土 

https://amzn.to/3qmRVrj
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000GRUM46/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B000GRUM46&linkCode=as2&tag=ranisoku-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001GR4C5U/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B001GR4C5U&linkCode=as2&tag=ranisoku-22
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【発送用段ボール】 

アマゾンの FBA 倉庫に納品をする際に必ず必要になります。 

無料でもらうこともできるのですが、汚かったり強度的な不安や そ
もそももらいに行く時間なども無駄だったりもするので、それを考
えると購入 をしてしまったほうがお得な場合が多いです。

 段ボール箱 160 サイズ 

【エアパッキン：プチプチ】

 壊れやすい商品や精密機器を発送する際に必ず必要になってきま
す。 

川上産業　ダイエットプチ ｄ 35 1200 ｍｍ ×42 ｍ (エアパッキン・プ
チプチ・緩 衝材）

【ジッポオイル】

100均などに売っているもので構いません。

商品についている値札のシールなどを綺麗に剥がすために使いま
す。

https://amzn.to/3pryy16
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DFS54MS/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00DFS54MS&linkCode=as2&tag=ranisoku-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DFS54MS/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00DFS54MS&linkCode=as2&tag=ranisoku-22
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【アプリ関係】

スマホやアイフォンにダウンロードをしておいてください。

・ロケスマ

近隣の店舗の情報などを調べることが可能です。

「家電量販店」などでくくれば、家電量販店のみが抽出をされて地
図上に表示をされます。ルート作成をする時などに非常に便利で
す。
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・Google map

マップ上に「☆」マークを表示することができます。

お気に入りの店舗やルートを作成する際に非常に便利です。

その☆をタップすればナビもすぐに利用できるので、カーナビでい
ちいち入力する手間などが省けます。

・Amazon Seller 

このアプリで主に出品制限がかかっていないかを調べます。

最近は以前よりもアマゾンの規制が多いので

必ず自分のアカウントで出品ができるのかどうかを調べるようにし
ましょう。
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出品制限がかかっていないか調べる方法

その１：アマゾンセラーアプリを起動して、矢印の
「商品登録」を押します。
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その２：検索窓に商品のＡＳＩＮもしくはＪＡＮ
コードもしくは型番を入力する
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その３：画像が表示されるので出品ボタンを押す
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その４：商品が表示されるので、「コンディショ
ン」の部分を押します。

その後コンディションを選択できる画面が出てきます。

ここで新品商品に規制がかかっている場合は、図のように「新品」
を選ぶ項目がなくなります。

なのでこの商品は新品が出品できない規制がかかっており、中古の
みしか出品ができないということになります。
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アマゾン購入用アプリ

このアプリでバーコードを読み込めない場合や、ガラスケースなど
に展示されていてバーコードが読めない商品などの外観を写すこと
で商品を調べることができます。

外箱を撮影するだけで調べることができてしまうのでとっても便利
です。









-  31

せどりアルティメットマニュアル

第３章　ＦＢＡと自己発送の違いを理
解しよう

アマゾンには自己発送とＦＢＡ発送の２種類があります。

ＦＢＡ発送とは

フルフィルメントバイアマゾンの略称になります。

このサービスを利用をすると、商品をまとめてアマゾンに納品がで
きたり

商品を保管、商品が売れた場合に商品を梱包発送、顧客対応なんか
全てをやってくれるサービスになります。

自己発送とは違いお客さんの伝票を書いたり自分で商品を梱包した
りする必要がないのでめちゃくちゃ楽になります。

きちんと特徴を理解して使い分けるようにしましょう！
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ＦＢＡを利用するメリットデメリット

・メリット

ＦＢＡを利用することによる得られるメリットは以下になります。

「カートを取得しやすい」

「配送をまとめてやってくれる」

「在庫を家に保管する必要がない」

「顧客対応は基本やってくれる」

自己発送に比べてＦＢＡではほぼ全ての工程をアマゾンがやってく
れるおかげで

お客さんの手元に早く商品が届くことになります。

と言うことはお客さんにとってどちらが満足度が高いかというと商
品が早く届くほうですよね。

そのためアマゾンではＦＢＡ出品者の方がカートが取得しやすいで
す。
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自己発送者よりも価格設定が高くてもカート取得ができます。

なので何かよほどの理由がない場合は、ＦＢＡを利用して販売を行
うようにしましょう。

・デメリット

「返品されやすい」

「月額利用料金がかかる」

「アマゾンに商品を破損、紛失させられる」

先ほどメリットであげたのですが、基本的には顧客対応も全てアマ
ゾンのほうでやってくれます。

と言うことは何か商品に不備があった場合アマゾンは問答無用で、
全て返品を受けいれてしまいます。

本当に商品が不良の場合もあれば、お年寄りが購入をして使い方が
わからないなどの理由でも開封済みの商品を返品されてしまうこと
もあります。
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あとは毎月月額の基本料金がかかりますが、ちゃんと転売ビジネス
に取り組む場合の方は大口出品の方にしておけば大丈夫です。

あとはアマゾンといえども人が商品を管理したりしているので、稀
に商品を紛失されたり破損させられたりします。

ただその場合はアマゾンにちゃんと申請をしたり連絡をすれば全額
補填をしてくれるので安心してください。
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自己発送のメリットデメリット

・メリット

「手数料が安い」

「返品を一方的にされない」

まず手数料はＦＢＡよりも安くすみます。

あとＦＢＡでは手数料の関係で利益が出ないものも送料を安く抑え
れば利益を出せる商品もあります。

あと返品を受け付けるのかの判断もあなた次第なのでどうしても返
品を受け付けたくないものに関しては自己発送でするという方法も
あります。
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・デメリット

「カート取得がしづらい」

「手間がかかる」

自己発送のデメリットはＦＢＡであげたメリットの反対になりま
す。

カートが取得しづらく、梱包から発送まで自分でやらなくてはいけ
なくなります。

なのでもしその手間がいやなのであればＦＢＡ納品をすることをお
すすめします。
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おすすめの配送業者

・ＦＢＡ料金パートナー

アマゾンが提供しているサービスです。

ＦＢＡ発送を利用する際に、ゆうぱっくでの着払いサービスを安く
利用することができます。

今現在（2017年）は無料で配送を承っているので、自己出品でない
限り必ずこのサービスを利用するようにしましょう。

利用条件

１．FBAパートナーキャリア（日本郵便）を利用すること。
２．小型・標準サイズは一度の納品で10点以上（大型商品の場合は
1点以上）
３．納品先指定をしてないこと。
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・郵便局
後納契約というものを行うと１つあたりの配送料が大幅に安くなり
ます。

この契約の結び方は、最寄りの郵便局に「後納契約」の旨を伝えま
す。
その後営業担当者から連絡がきますので、「年間の配送予定の個
数」「月の配送予定の個数」などを伝えましょう。

多ければ多いほど安くなるのと少しだけ多めに予定を伝えると安く
なります。

年間で1000個ぐらい配送できそうといえば、かなり安く見積もりが
できるはずです。
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第４章　店舗せどりの基礎知識

基本的な考え方としては

店舗せどりは、店舗を回ることによって利益あげる仕入れ方法にな
ります。

なので店舗の特徴などを把握しながら自分にとって一番効率の良い
ルートを回ることで

利益をよりあげやすくすることができます。

・初心者の方にまず大切にしてほしいこと。

僕自身も初めの頃そうだったのですが、

「そもそも利益のでる商品がないお店」

「見る必要のない商品やポイント」

を時間をかけてみてしまっていました。

「もしかしたらこんな商品も利益がでるのではないか？」
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という考えで当時はリサーチしていました。

見るべきポイントというのは各種マニュアルなどがあるかと思いま
すので、そちらを参照してください。

なので初心者の方は、まず広いフロアの中から隅々まで見てくださ
い。

まずこの「見るべきポイント」を探し出してください。

ヤマダ電機でいえば

「Ｅ」「ワゴン」「大処分価格」

などです。

そして次に大切なのは

その見るべきポイントを見て利益が出る商品が見つからないのであ
れば

「そのお店にはありません」
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凄腕のせどらーであればどんな所からでも利益の出る商品を見つけ
出すことができると思っている人もいますが

お店によっては「ないものはない」です。

なのでもし見るべきポイントを見てなければ次のお店に行くことを
おすすめします。

まず初心者におすすめの流れ

１：いける店舗を回り、隅々まで店舗を回る

まずは見るべきポイントだけを注意しながらフロアの隅々まで回っ
てリサーチしていきましょう。

これをすることにより、「リサーチをする必要のない商品」の知識
を覚えて行くことができます。

基本的に家電量販店で売っているものは同じようなものが多いで
す。
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特に新商品となればどこのお店でも同じ商品をみかけます。

一度リサーチをして利益のでない商品を覚えて行くことにより、経
験を積めば積むほどリサーチが効率的になっていきます。

利益のでる商品と共に自然と利益の出ない商品を覚えることができ
ますので根気よく最初のうちはリサーチできるようにしましょう。

２：仕入れができる店舗のみに仕入れに行く

何度か同じ店舗に通ったり、様々な店舗に通うと仕入れのしやすい
店舗とそうでない店舗になんとなくわかれていきます。

その中でもさらに「この店舗の○○のコーナーは仕入れがしやす
い」なんていうこともわかってきます。

逆にこのお店○○は仕入れやすいけどそれ以外は仕入れができない
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なんていうこともわかってくるので、さらにレベルアップした際は
仕入られる店舗の仕入れができるエリアだけで仕入れをするという
ことも可能になります。

僕も短いと一つのエリアで５分とかの場合もあります。

ここの段階で商品を見つけられずに断念をしてしまう人がかなり多
いです。

ちなみにですが僕もこの段階で挫折しそうになりました。

なので最初なかなか見つからない気持ちは非常によくわかるのです
が、諦めずに最初は根気よく店舗に通い続けましょう。
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店舗回りを元にデータを残しておく

先ほどもお伝えをしたように、店舗を回るとデータが蓄積されてい
きます。

・セールをやっているお店

・週末に仕入れがしやすいお店

・月末に仕入れがしやすいお店

・仕入れができないお店

・いつでも仕入れができるお店

これらの情報をノートやエクセルなど、自分が管理をしやすいもの
でいいのでまとめるようにしましょう。

そこからさらに細かくデータを残すとすると。

・◯店の◯さんは優しい。大量仕入れができた

・◯店の８Fのフロアはせどりに厳しい

・◯店は在庫を中々おもてには出さない。

などなどです。
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その時に良かった感触やそうでない場合も残しておくと自分のやり
やすい店員さんやフロアなどの場所がわかるためより効率的に稼ぐ
ことができます。

見切りをつける大切さ

凄腕の人であればどんなお店でも見込み利益１０万円とかをあげら
れるわけではありません。

見つけられない場合なんていうことは普通にあります。

ただその場合凄腕のせどらーの場合は見切りをつけるのが早いで
す。

ないものはない。

と潔く認めて。

次の店舗に行くようにしましょう。

せどりビジネスはいくつお店を回るのか、利益の出る商品をいくつ
見つけるのかが大切になってくるビジネスです。
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仕入れルートを作成する方法

せどりは稼働できる時間でどれだけの店舗を回るのか

どれだけの商品をリサーチできるのかが大切になってきます。

そのために仕入れルートを自分なりに作成をしましょう。

その１：スマホにグーグルマップ、ロケスマのアプ
リをダウンロード
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その２：例「ヤマダ電機と検索」

検索をするとグーグルマップ上にヤマダ電機が表示されます。

該当する店舗やよく行く店舗をまずタッチしてみましょう。



-  48

せどりアルティメットマニュアル

その３：画面の保存ボタンを押す
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その４：黄色いスター付きの場所をクリックしま
しょう
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その５：黄色いスター付きの場所を増やしていきま
しょう
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これらの星を増やして行くことにより、自分の行動範囲などが広
がっていきます。

時に仕入れができるなんて思っていなかったような店舗からも仕入
れができたりもしますのでぜひ沢山星マークをあなたのグーグル
マップ上に作るようにしてみてください。
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第５章　リサーチ方法の流れ

先ほどダウンロードをしたアプリを利用をして店舗に行き実際に商
品をリサーチしていきます。

その中でどのような流れでリサーチをしたら良いのかを動画で一連
の流れを解説しております。

店頭ではこの動画の流れをひたすら繰り返しおこなっていくイメー
ジになります。

家電量販店でもホームセンターでもその流れは基本的には変わりま
せん。

アマコード（せどりすと）で商品をリサーチ

商品の回転を調べる

商品の見込み利益を調べる

出品が可能かどうかを確認する
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この４ステップになります。
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第６章　キーパの見方

キーパとは何か？

キーパとは転売、せどりビジネスを行なうにあたり

神的なツール、サイトになります。

https://keepa.com/#!language/5

このキーパでは

１：商品の詳細

２：商品の相場

３：商品の回転

４：出品者数

などなど細かい情報を調べることができます。

このモノレートを使いこなすことがせどりビジネスで利益をあげる
最短の道になります。

https://keepa.com/#!language/5
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先ほど６章で解説をしております。

アマコードやせどりすとのアプリの中にキーパが機能として組み込
まれています。

ここでは動画でモノレートについて解説をしておりますので、そち
らでしっかりと何度も確認をしてモノレートについて学んで実践に
活かしてください。

キーパ解説動画＆導入動画

導入動画

https://www.youtube.com/watch?v=A4vNNuLyZzQ
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解説動画

https://www.youtube.com/watch?v=ciG0qyekcXg


-  57

せどりアルティメットマニュアル

ＦＢＡ料金シュミレーターで利益を計算

https://sellercentral-japan.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?
lang=ja_JP

キーパで回転や相場を見た後は利益の計算をしていきます。

スマホを利用する時はアマコードには仕様上利益計算ができるよう
にはなっていますし

Amazon seller のアプリを利用をするので

PCなどで利益計算をする場合はこちらを利用してください。

https://sellercentral-japan.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
https://sellercentral-japan.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
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第７章　利益の概念や考え方

突然ですがあなたはいくら一月で稼ぎたいですか？

５万円？１０万円？１００万円？

多分さまざなな稼ぎたい額があるとは思います。

けど基本的な考え方は１００万円を稼ぐときも

１０万円を稼ぐ時も同じです。

ではどうしたらいいのか？

というと。

常にゴールからの逆算をして考えるようにします。

例えば一ヶ月で１０万円を稼ぎたいとします。

あなたの稼働できる日数が週２日だとします。
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そうすると１ヶ月で大体８日ほどになってきますよね。

もしあなたが１０万円をひとつきでやりたい場合は

１０万円を稼働できる日数で割ります。

10万円　÷　8日＝1.25万円

という計算になります。

なので少なくともあなたが10万円を稼ぎたい場合は１日で12500円
稼がなくては到達できない金額です。

逆に言えば見込み利益で12500円分見つけることができれば到達で
きる計算になります。

・商品の個数から考える方法

１つ見込み利益2500円の商品を見つけてそれを５つ見つければ、そ
の日の目標は終了ということになります。
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・店舗数から考える方法

仮に１店舗で2500円しか見込み利益の商品を見つけることができな
かったとしても、５店舗回ればトータルでの見込み利益は12500円
になります。

１店舗で12500円のものが見つからないなんてことはいくらでもあ
ります。

なのでその時は店舗をぜひ回るようにしましょう。

もちろん相場が下がったり、商品がすぐに売れなかったりなどとい
うことはあるので

目標見込み利益よりも常に少し多めに仕入れをする必要はあります
が、考え方としては常に目標からの逆算になってきます。

これは100万円を稼ぐ時でも同じです。

常に自分が稼働できる日数を見て、そこから１日あたりいくら計算
をすればいいのか。

どれだけ行動に落とし込めればいいのかを考えて動く。

これだけと言えばこれだけです。
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資金繰りの考え方

せどりは有在庫ビジネスです。

資金繰りの部分に関しては大切なので必ず抑えておきましょう。

基本的な考え方としては１ヶ月以内に全て捌けるような回転数の商
品、

商品数を仕入れることになります。

そのためにやっておくことは

「クレジットカードの締め日と支払日と枠を把握しておくこと」

これはエクセルやノートなどで必ず把握するようにしましょう。

例えば締め日が月末で、支払いが翌月の１０日だとしましょう。

この場合もしあなたが３０日にクレジットカードを使ってしまった
場合、在庫をさばくのに猶予の時間は１１日しかありません。
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アマゾンの場合基本的に入金が２週間に１度のみなので、この計算
でいくと売れた商品の入金よりもカードの支払いのが早くきてしま
います。

逆に月初の１日に利用をしたとしましょう。

翌月の１０日に支払いがあるとすれば、猶予の日数は４０日ほどあ
ることになります。

締め日を意識するかどうかでこれだけの猶予の時間が違ってきてし
まいます。

このようにカードのサイクルをきちんと理解ができていないと、資
金繰りがどこかで崩れてきてしまいます。

有在庫ビジネスの基本は売れる商品を売り抜くということが大切に
なってきますので利用するクレジットカードは必ず締め日から一番
遠いカードを常に使い続けられるようにしましょう。
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資金がない方へのおすすめの仕入れ

人によって使える資金が多い方とそうでない方がいます。

もしそのような方へのおすすめは、「回転の早いトレンド商品を仕
入れて回転させる」方法です。

また別のマニュアルで詳しく説明はしますが、テレビなどで話題に
なっている、希少性のあるような商品です。

テレビで話題になっているような商品なんかは、言葉の通り飛ぶよ
うに売れていきます。

例えば現在でいうとニンテンドースイッチ、PSVR、アイコスなどで
すね。

このような商品は仕入れて納品をした途端に売れていき利益になり
ます。

そのお金でまた同じく仕入れをするようなイメージになります。

こうすることにより利益を縦積みすることができるので、すぐに現
金を作ることができます。
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第８章　納品方法
利益を計算しながら店舗仕入れをしていく、これが基本的なせどり
の流れになります。

その後あなたがやることは、仕入れた商品をアマゾンに発送をする
方法です。

仕入ればかりをして納品をしなければ先ほど書いた、支払日がどん
どん近づいてきます。

商品を販売するタイミングが遅すぎて支払いに間に合わなかったな
んてことのないように、すぐに仕入れた商品は納品をするようにし
ましょう。

できる限り仕入れた次の日には納品ができるようにしましょう。

納品方法は以下に記述していきますので、この手順で進めてくださ
い。
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その１：アマゾンセラーセントラルにログイン

「商品登録」を選択
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その２：商品の情報を検索窓に入れる。

ＡＳＩＮ、ＪＡＮコード、型番などのどれか

その３：出品制限がかかっていないか確認をする

出品制限（出品できない場合）の時は下の：状態の部分に出品がで
きないという事が書かれています。

ちなみにこの商品は「再生品」という枠では出品できないというこ
とになっております。

そして問題がなければ出品をするボタンを押しましょう。
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その４：商品情報を入力していきます。

「出品者ＳＫＵ」

この部分は自分の管理しやすい品番のようなものをつけることがで
きます。自分が管理しやすい番号であればなんでも構わないのです
が。

僕の場合は仕入れた日付、仕入た価格を入れるようにしています。
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「コンディション」

この部分は自分が仕入れた商品のコンディションを選んでくださ
い。

もし新品で仕入れたのに「新品」の項目がない場合は、その商品は
新品商品のみ制限がかかっているものになりますので新品としては
出品できません。

「コンディション説明」

この部分は商品の説明を入力するのですが以下のものをコピペして
おけば問題ありません。ただ中古品の場合はきちんと商品の詳細を
入力していただく必要があります。

「■【新品 国内正規品】 ■通常配送料無料、お急ぎ便、コンビニ・
ATM・ネットバンキング・代金引換・電子マネー払いやローソンま
たはファミリーマートを利用したコンビニ受取も可能です。 ■【安
心の返金保証】：Amazonマーケットプレイスのポリシーに基づき商
品に不備があった場合は迅速に返金致します。 ■Amazon配送セン
ターよりご注文後、24時間以内に迅速、丁寧に梱包し直接発送致し
ます。 ■国内正規品、新品。新品ですが、外箱に多少の傷や擦れ、
中身にも多少の擦れなどがある場合もございます。※外箱・保証書
等に保証印が押してある場合もございます。※商品によっては定価
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よりも高い場合もございます。※保証印を押すさいに一度開封をし
てあるものもございますが全て新品です。 ■商品には『はがせる
シール』を使用しています。 ■Amazon専門スタッフにてキレイに梱
包し直接配送致します。 最後までご覧頂き誠にありがとうございま
す」

「販売価格」

ここは販売方法により注意が必要です。

もしあなたがＦＢＡのサービスを利用して販売を行う場合はライバ
ル出品者の

「プライム価格」を参考にするようにしてください。

なぜプライム価格を参考にするのか？ということですが。

ＦＢＡ利用者は自己出品者よりも多少価格が高くてもカートを取得
することができます。

なので同じ価格で出品をしてしまうと本来はもっと高い価格で販売
ができたのに利益を損なってしまいます。

なのでプライム価格を参考にして価格設定をしていきましょう。
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この例の商品の場合の価格設定は14000円となります。

「出荷作業日数」

もしあなたがＦＢＡ出品の場合は空欄で構いません。

けど自己出品者の場合は作業日数を入力しましょう。
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「フルフィルメントチャネル」

自己発送の場合は上を選択

ＦＢＡの場合は下を選択します。

その５：納品プラン作成

「納品プラン」

もしあなたが本日初めての納品をする場合は「新規の納品プランを
作成」にしてください。商品が２種類ある場合は、２個目の商品か
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ら「既存の納品プランに追加」を選択して既存の納品プランに商品
を追加していってください。

「梱包タイプ」

基本的にはほぼ上の「個別の商品」で大丈夫です。

下のメーカー梱包を選ぶ場合は、あなたが納品する全ての商品が例
えば「ソニー製品」だったりする場合に選択をします。

その６：個数を入力

先ほど登録をした商品の個数を入力していきます。

個数を間違えると面倒なので必ず二重チェックをしていきながら個
数を確認しましょう。
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その７：梱包要件を確認

たまに壊れやすいものやそのほか梱包が必要になってくるものなど
の場合はここに必要な情報が記載されます。

もし記載されていた場合はその記載内容によって梱包をして納品を
するようにしましょう。

その８：ラベル貼りを選択

アマゾンに納品をする際に商品１つ１つに１枚のラベルシールを貼
らないといけません。

そのラベルを「自分で貼る」もしくは「アマゾンに貼ってもらう」
を選ぶことができます。
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自分で貼る場合は当たり前ですが、手間がかかりますがアマゾンに
貼ってもらう場合は

小型商品の場合１９円

大型商品の場合４３円

手数料がかかってきてしまいます。

手間と効率を考えた場合どちらが楽なのかを考えてやりましょう。

ラベルを自分で貼る場合は、下のオレンジ色のボタンのラベルを印
刷というボタンを押すとPDF形式でプリントが可能なデータを開く
ことができます。
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その９：納品プランを作成

納品を作成するボタンを押して新規納品プランを作成します。

その１０：追加で商品を納品する場合

もしあなたが商品を何種類か納品をする場合は、新規納品プランを
作成後に先ほどとやってきた通り「その１」に戻り「商品登録」か
ら同じ作業を行ってください。

その１１：配送プランを選択

利用をする配送プランを選択しましょう。

ちなみに今アマゾンではＦＢＡパートナーキャリアを選ぶと配送無
料キャンペーンをやっているのでおすすめです。
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もしパートナーキャリアを利用しない場合は該当する会社を「他の
配送業者」にチェックを入れて選択をしてください。

その１２：輸送箱の状態を記載

輸送箱の重量、寸法を記載しましょう。

もし重量は分かればベストですが、わからない場合は大体で入力で
も問題ありません。

ダンボールのサイズは50㎝、60㎝、50㎝の合計160㎝サイズ以下

重さは30キロ以内になりますので注意してください。

特殊大型のものの場合は3辺合計170cm以上200cm未満、1辺が90cm
未満

重量40キロ以下となります。
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その１３：配送料を計算

配送料を「計算する」ボタンを押します。

その後四角マークにチェックを入れて、「請求額を承認」ボタンを
押します。

その１４：配送ラベルを印刷

納品をするダンボールに配送ラベルを貼って納品をする必要があり
ます。

先ほどの商品個別にラベルを貼る作業とは違うので、必ずここでは
配送ラベル印刷してください。
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印刷したラベルをダンボールの外側に貼ればオッケーです！

その１５：納品を完了して発送！

これで一連の流れは完了となります。

あとはご自分が発送したい方法で商品を発送してください＾＾
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第９章　価格改定方法

まずアマゾンに納品が完了をしたら次にあなたのすることは

売れる価格で商品を販売をするです。

例えばですが、あなたが商品を10000円で出品をしていて、

別の出品者が8000円で出品していたとします。

もしあなたならどちらから購入をしますか？

ということですね。

なのでせっかく仕入れをしても販売ができなきゃ、あなたの利益に
はなりません。

なのでしっかり販売をするためにも確実に価格設定をしていきま
しょう♪

価格改定は商品数や商品にもよりますが、もし可能なら１日に１回
できなくても２日に１回くらいのサイクルでできるようにしましょ
う。
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基本的には「カート価格」に合わせること

ただもしカートが自己出品者でもプライム会員がいる場合はあまり
にも価格差がない場合はプライム会員に価格を合わせるようにしま
しょう。

カートを取りたいあまり価格を下げすぎてしまうとライバルも一緒
になってついてきます。カートというのは最安値の人が必ず取得で
きるというものではありません。

カートは例えば同じ価格で出品をしている人が何人かいた場合順番
に回ってきますので安心してください。

あなたが値段を下げればライバルは基本的にその価格についてくる
場合が多いです。

ただあまりに回転の遅い商品の場合は価格を下げてカートを取りに
行くという方法もあります。

カートを下げれば利益はもちろん下がりますので、自分のクレジッ
トカードの支払いサイクルを見比べながら、取り扱っている商品を
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いつまでに販売をすればいいのかを考えて価格改定を行なっていき
ましょう！

その１：アマゾンセラーセントラルの「在庫」→「在庫管理」のボ
タンを押す。

その２：最低価格の金額の部分をクリック→アマゾンのページに飛
ぶのでプライムもしくはカート価格をチェック→「販売価格」の数
字の部分に好きな数字を入力。

その３：右上のオレンジのボタンの「すべて保存」を押す
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「おすすめツールのご紹介」

手入力をして商品を管理するのが面倒な場合はツールを利用すると
いいでしょう。

おすすめは価格を下げるだけでなくカート価格に合わせて価格を上
げてくれるマカドのほうがおすすめです。

マカド

プライスター

https://makad.pw/
http://pricetar.com/lp/pricetarlp/
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第１０章　アマゾン評価をもらう方法
と削除方法

次に商品を販売をしたら購入者の人に自分のアカウントを評価して
もらいましょう。

アマゾンはヤフオクとは違い簡単に評価をしてもらえません。

ただ評価は最初の段階では購入者が購入をするかどうかの判断に大
きく関わってくるのでぜひ最初のうちは評価をしてもらいましょ
う。

初心者におすすめの評価のもらい方

アマゾンでは今「新規アカウント」はカートを取得しにくかったり
購入者が敬遠をしてしまいなかなか購入してもらえないケースがあ
ります。

なのでまず一番初めに誰か知り合いの方や友人の人に自分のアカウ
ントで安い商品を試しに出品をしてみて、その商品を購入をしても
らい自作自演で評価をまずしてもらいましょう。
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これをすることによりすぐに評価をつけてもらうことができます。

評価がつくと購入される率も上がってくるのでぜひ早めにしておき
ましょう。

評価依頼のやり方

その１：アマゾンセラーセントラルにログイン→注
文→注文管理を押す
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その２：購入者に連絡をするを押す

その３：タブで「評価リクエストを選択」
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その４：評価依頼のメールを送る

自分の販売店や自分の名前を入れ替えて送信してください。

「この度は Amazon.co.jp にて、 当店の商品をご購入頂き、誠にあり
がとうございました。 Amazon.co.jpで販売店をしております、 「販
売店名」の(自分の名前)と申します。 ご購入頂きました商品は、 無
事に、お手元まで不備なく届いておりますでしょうか? もし、何か
ご不明点や至らない点が御座いましたら、 アマゾンカスタマーサー
ビス、 もしくは、当店まで直接お申し付け頂ければと存じます。 ま
た、 メールにて大変恐縮ですが、お客様にお願いがございます。 ご
多用中、お手数をお掛けする内容で誠に恐れ入りますが、 ご購入に
ご満足頂けているようであれば、 当店に評価を頂けると幸いです。 

尚、評価の方法ですが、 下記にアクセスして頂き、 

---------------------------- ○評価のためのリンク http://www.amazon.co.jp/

feedback または、 ○AmazonTOP 画面右上のアカウントサービスをク
リック 「出品者を評価をする」をクリック ---------------------------- 

「出品者に対する評価を投稿」の画面から 1、該当する商品の評価
にチェックと、簡単なコメントを入れて頂く 2、評価を終了するを
クリックで手続きが完了 となっております。 
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なお、 「評価」の基準ですが、 Amazonの仕様上 ☆3以下はマイナ
ス評価になっております。 そのため、今回のお取引に関して、 商
品・対応が平均的なものと判断していただける場合 ☆4~5を頂戴で
きると嬉しく思います。 スタッフ一同の励みになりますのでご評価
頂けると幸いです。 1分程、貴重なお時間を頂きますが、どうぞよ
ろしくお願いします。 また、評価済の場合は、 行き違いによるもの
ですのでご理解頂けますと幸いです。 最後までメッセージをお読み
頂き、ありがとうございました。 またのご利用お待ちしておりま
す。 ------------------------------------------ 〒000-0000 住所 販売店名 担当 

〇〇 メールアドレス:〇〇@〇〇〇〇 

------------------------------------------ 」

その５：外部サービスを利用して評価依頼メールを
送る

仕入れがうまく行くようになると商品を販売する数が増えていきま
す。

その場合１件１件評価以来のメールを送るのは面倒なので、外部
サービスを利用して送るようにしましょう。

手数料はかかりますが、そのぶん手間がかからなくなります。

「アマスタ」

http://ama-sta.com/
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アマゾンの評価を削除してもらう方法

時々購入者から思わぬ低評価をもらってしまうこともあります。

悪い評価をもらう原因は主に以下のものになります。

・商品自体の評価

→商品の性能が悪い。扱いづらいなど

・ＦＢＡを利用していることによる評価

→配達が遅い、箱が凹んでいる

・お店の評価

→中古品を綺麗と販売していたのに、傷だらけだった

おもに３つの評価になります。

現在アマゾンでついてしまった評価はほとんど消すことが可能で
す。

アマゾンがシステムで自動に削除をしてくれます。
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もし削除ができなかった場合はテクニカルセンターに連絡をすれば
消してもらえる場合もありますので、ぜひ覚えておきましょう。

アマゾンでの評価はカート取得をする際にかなり大切になってきま
す。

なので低評価がついてしまった場合はすぐに対処するようにしま
しょう。
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評価削除依頼方法

その１：アマゾンセラーセントラルにログイン

画面をスクロール（下にいく）と以下の表示があります。

ここで「サポートを受ける」をクリック

その２：「お問い合わせ」を選択
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その３：「出品者出荷の注文」→「購入者からの評
価」を選択
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その４：画面上の「パフォーマンス」をクリック

該当する取引の注文番号をコピーして貼り付けをして依頼

以上になります。
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第１１章　売り上げの算出方法と考え
方など

まず大前提として、自分が毎回いくら仕入れをしてそしていくら販
売をして利益が手元にいくら残っているのかをチェックするように
しましょう。

記録を残す方法はエクセル、ノートなどなんでも構いません。

正直ここの部分は細いので面倒くさくあまりやりたがらない人が多
いのも事実ですが。

せどりビジネスは資金管理が全てです。

きちんと資金管理をしながら仕入れをすれば怖いものは１つもあり
ません。
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その１：アマゾンセラーセントラルにログイン

右側にある決済情報欄にある、「支払いの概要を表示」を押しま
す。

　

その２：左上にある、「トランザクション」をク
リック
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その３：「期間のカスタマイズ」を選択

１ヶ月単位では選択をできないので、自分で任意の日付から日付を
入れて出します。

その４：右にある「ダウンロード」ボタンを押すと
テキストとしてデータを保存することができます

もしくはすでに表示されている情報を元に手数料を引いいた金額
（手元に残る金額）から仕入れ金額をマイナスして利益を計算しま
す。
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商品数が多くなると面倒ですが、自分で管理がしやすいように例え
ばエクセルに数式をあらかじめ入れておくなどして計算を楽にして
いきましょう。

利益率計算の仕方

例

仕入金額：100万円

入金額：140万円

売り上げ：200万円

だと仮定します。

この場合のあなたの粗利益は40万円となります。

そしてここから利益率は

４０万円÷２００万円　＝　２０％

となります。
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利益率が高いに越したことはないのですが、ただせどりで利益を伸
ばして行こうとすると利益率は下がって行く傾向にあります。

利益率が下がってしまったとしても高回転で売れる商品を仕入れて
資金がきちんと回っているのであれば問題はありませんので安心し
てください。
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アマゾンの返品について

ＦＢＡのサービスを利用していると、購入者から不良品の連絡が
あった場合問答無用で返品されてしまいます。

開封されて返品となる場合は半額返金、お客様都合の未開封返品は
全額返金となります。

自己発送の場合は返品の判断は出品者に求められます。

返金が嫌なのであれば断るのもいいですが、ただ内容によっては低
評価をつけられたりする場合もあります。

なので一番大切なのはこの時お客様が何を求めているのか？です。

新しい商品と交換をしないと納得しないのか

似たような別の代替え商品なら納得するのか？

などを探って行く必要があります。

妥協点を作って解決をしていきましょう！
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第１２章　大切なこと
これはどんな時も大前提として覚えておいてください。

あなたが今悩んでいることやわからないことの９割はグーグルで調
べれば解決します。

そしてビジネスで大切になってくるのは「自己解決能力」です。

自分で調べて解決をしていくことにより様々な経験を積みレベル
アップしていきます。

ビジネスで稼げない人はすぐに自分の頭で考えず、そして調べもせ
ずに丸投げのような質問をしてきます。

「どうしたらいいですか？」

「ここはこのボタンを押したらいいでしょうか？」

などです。

一度必ず自分でわからないことはグーグルで調べるようにしましょ
う。
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条件反射のようにわからないことを聞いていては物事を断片的にし
か理解することができません。

一時的にその場しのぎで悩みを解決できればいいのか、それとも今
後も永久的に自分の力で悩みを解決できてお金を稼げるようになれ
ればいいのか？

を考えてください。

僕があなたの質問に答えることは簡単です。

でもそれでは意味がありません。

必ず自分で「グーグルで一度調べてみる」ということを大切にして
ください。

一通りの知識については以上となります。

ビジネスに魔法はありません。
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毎日コツコツ続けて行くことに意味があります。

なので諦めてしまいそう、辛くなってしまえばあなたには仲間がい
ます。

一人ではありません。

なので安心して楽しみながらビジネスに取り組んでいきましょう＾
＾


